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歴史民俗資料館企画展 「おひなさま展」 

 

節分とは文字通り、節（季節）の分かれ目のことで、本来は立春、
立秋、立冬の前日を指します。しかし現在では、立春の前日 
（２月３日頃）のみをいうようになりました。 
 

【豆まきの作法】 

１. 煎った大豆をマスなどに入れて、豆まきがはじまるまで神棚

に供えておきます。 

２. 鬼は夜にやってくるとされるので、できれば日が暮れてから、

家族全員が集まります。 

３. 年男（その年の干支生まれの男性）か一家の主人が、「鬼は

外、福は内」とかけ声をかけながら豆をまきます。玄関や窓

を開けて外に向かて「鬼は外」と豆をまき、鬼が戻ってこな

いように、すぐに戸や窓を閉め、「福は内」と室内に向かっ

て豆をまきます。これを行いながら家中をめぐります。 

（春夏秋冬を楽しむくらし歳時記 386.1/ｼ/ より） 

 

※コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベント等で延期・中止を行う場合があります。 

 

おはなしの時間 

◇日 時：２月６日（日）  

午後２時３０分～ 

◇場 所：図書館  

おはなしコーナー（１階） 

◇行う人：図書館職員  

◇対 象： 幼児・小学生から 

◇内 容：｢ぶたのたね」（パネルシアター）他 

（小さなお子さまも楽しめるおはなし会です。） 

◇予 約：不要（先着７組） 

図書館の本は、本を探しやすくするために内容によって 

番号がつけられています。 

 

４０ 自然科学 
科学理論・科学哲学・参考図書（レファレ

ンスブック）・科学技術政策など 

４１ 数学 
代数学・解析学・幾何学・位相数学・確率

論・数理統計学・和算・中国算法など 

４２ 物理学 
理論物理学・力学・振動学・音響学・光学

熱学・電磁気学・原子物理学など 

４３ 化学 
物理化学・実験化学・分析化学・合成化学

無機化学・有機化学・天然物資化学など 

４４ 
天文学・ 

宇宙科学 

理論天文学・天体観測法・恒星天文学・太

陽物理学・惑星・衛星・月・彗星・暦学 

４５ 
地球科学・ 

地学 

気象学・海洋学・地震学・地形学・地質学

地史学・層位学・古生物学・化石など 

４６ 
生物科学・ 

一般生物学 

理論生物学・生命論・生物地理・細胞学 

生化学・微生物学・遺伝学・人類学など 

４７ 植物学 
一般植物学・植物地理・葉状植物・菌類 

コケ植物・シダ植物・種子植物など 

４８ 動物学 
一般動物学・動物地理・無脊椎動物・昆虫

類・脊椎動物・鳥類・哺乳類など 

４９ 医学・薬学 
基礎医学・臨床医学・内科学・外科学・婦

人科学・衛生学・公衆衛生・薬学など 

 

本年も、昨年の２月号に引き続き、日本十進分類法を紹介します。以下の表は児童書の分類表ですが、一般書も同じよ

うに分類されています。ここには詳しい内容として４分類を紹介しますが、他にも分類はたくさんありますので、ぜひ

図書館の書棚をのぞいてみてください。そして、いろいろなジャンルの本に挑戦し、多くのすぐれた本に出会い、心を

豊かにしてください。令和４年度も多くの方々の知立市図書館への来館をお待ちしております。 

番号 分類のなまえ こんな内容の本があるよ！ 

０ 総記 百科事典や図鑑など調べる本 

１ 哲学・宗教 考え方や心の本・占いの本など 

２ 歴史・地理 国旗や伝記マンガの本など 

３ 社会 社会科関係・民話や戦争など 

４ 自然科学 
算数・理科・自然・身体・生き物

など 

５ 技術・工学・生活 環境・乗り物・料理・手芸など 

６ 産業 農業・水産業・商業・交通など 

７ 芸術・体育・娯楽 趣味・遊び・工作・音楽・劇など 

８ 言語 漢字・方言・日本語・英語など 

９ 文学 
ものがたり・詩・外国のことばの

本など 

Ｅ えほん 
絵をかいた人で絵本が分けられて

いるよ 

 

◆◆ いろいろなジャンルの本に挑戦しよう！◆◆ 

印
は
休
館
日
で
す
。 

印
は
館
内
整
理
日
の 

た
め
休
館
し
ま
す
。 

印
は
祝
日
で
す
。 

編集発行 知立市図書館 

    知立市南新地二丁目３番地３ 

 ＴＥＬ ０５６６（８３）１１３１ 

 ＦＡＸ ０５６６（８３）６６７５ 

 https://library.city.chiryu.aichi.jp/ 

@chiryu_tosyo 

 

日 月 火 水 木 金 土 

  1 ２ ３ ４ ５ 

６ ７ ８ ９ 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28      

 

４分類 自然科学の分野を紹介  たとえば、こんな本があるよ！ 

◇日 時：２月５日（土）～３月２７日（日）午前９時～午後５時 

◇場 所：知立市歴史民俗資料館     ◇入 場：無料 

※展示替えのため２/２（水）～２/４（金）、 

３/２９（火）～３１（木）は臨時休館します。 

明治の初めから昭和３０年代（1960 年代頃）までのさまざまなひな人形を

たくさんご覧いただけます。大型の男雛女雛一対の内裏雛から、源氏枠飾り、

御殿飾り、屏風飾り、市松人形や変わりびなまで、どこを見てもおひな 

さまばかりの会場となります。ぜひご家族でお越しください。 

冬の陰気を祓う年迎えの行事 ２月３日 



あす 今月の催しもの 
 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 ◆「昔話法廷 Season5 」 
 NHK Eテレ「昔話法廷」制作班編  

森下 佳子 原作  /  出版：金の星社  

★鬼退治と称して鬼ケ島に上陸。鬼を襲撃し、財

産をうばった桃太郎を死刑にするか、しないか? 昔

話の登場人物たちを現代の法律で裁く、NHK Eテ

レの「昔話法廷」を書籍化。「桃太郎」の裁判を

収録。 

バレンタイン

の季節に    

読みたい        

おすすめの

恋愛小説 

     § 絵本の時間     
●日 時：２月３日(木)､１０日(木) 

 １７日(木)､２４日(木) 

    ＊午後２時３０分から 

    ＊１７日は午前１１時からも実施 

◇場 所：図書館 おはなしコーナー 

◇行う人：図書館職員・ボランティア 

◇内 容：絵本の読み聞かせ 

ミニブックトーク・紙芝居など 

    § おはなし会         
●日 時：２月３日（木）午前１１時から 

◇場 所：図書館 おはなしコーナー 

◇行う人：読み聞かせグループ ぼちぼちの会 

◇内 容：「あかたろうの 1・2・3 の 3・4・5」 

(絵本) 

「おまめくんぱちぱちー」(紙芝居) 

「うさぎさんかぜひいた」 

(エプロンシアター)   他 

     § 紙芝居の会             
●日 時：２月１９日 (土)  

午後２時３０分から 

◇場 所：図書館 おはなしコーナー 

◇行う人：あおみの会 朗読グループ 

◇内 容：「まどからのおきゃくさん」 

「ま～るかいてちょん！」 

一般書 12月受け入れ分から 児童書 新しく入った本 

913.6 フル 

 

91 ム 5 

 

 
「図書館探検ツアー」参加者募集 

◇日 時：３月１２日（土）   

【第１回】午前１０時３０分～ 

【第２回】午後２時～ 

（各回 45分程度） 

◇場 所：図書館 ロビー（１階）集合 

◇内 容：普段は見ることができない書庫などのバックヤードをはじめ、

図書館の中を職員の説明を聞きながら見学します。  

◇定 員：各回８名程度 

(小学３年生以下のお子さまは、大人の方とご参加ください） 

◇予 約：２月２６日（土） 午前９時から図書館カウンターにて 

※電話受付は３月１日（火）午前９時から 

       

※コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベント等で人数制限を行っております。（おはなしコーナーは先着７組） 

 

        §  ストーリーテリング              
●日 時：２月２６日（土） 午前１１時から 
◇場 所：図書館 視聴覚室（２階） 

◇対 象：幼児・小学生から大人まで（先着２０名） 

（小さいお子さんは、保護者のひざで） 

◇行う人：おはなしの会 ホットケーキ 

◇内 容：｢ぼくにげちゃうよ」(同名絵本） 

｢屋根がチーズでできた家」(スウェーデンの昔話）  

｢かえるをのんだととさん」(同名絵本） 

§ 展示コーナー 
 

令和４年度図書館展示コーナーの 

出展団体募集を行います。 

詳しくは広報２月号をご覧ください。 

『文学賞各賞受賞作』 

 

E ヤ 

 

   § 映画上映会       
～「ジュラシック・パーク」～ 

●日 時：２月９日（水） 午前１０時～・午後２時～ 

◇場 所：図書館 視聴覚室（２階）   

◇対 象：どなたでも（先着２０名） 

※上映会は変更・中止の場合があります。 

※感染症対策のため、マスクの着用・手指消毒検温に 

ご協力ください。 

※上映内容は、館内のお知らせや図書館ＨＰからご確認ください。 

 § ２月の別置  

 
『科学道 100 冊』 

 

《児童書》ほかの新刊は図書館で確認してね！ 

◆「アンパンマンとさばくのたから」 
やなせ たかし 作・絵  /  出版：フレーベル館 

★行方不明のパズル姫を助けるために、ジグソー

王子とパズル谷にやってきたアンパンマンは、す

なおとこが起こした砂嵐に巻き込まれてしまった。

チーズに助けられて、めいろのような道を進んで

いくと…。 

 《一般書》書 名 著 者 請求記号 

自分たちでつくろう NPO 法人!   名越  修一 ３３５.８ナ 

大人の片づけ 一田 憲子 ５９７.５イ 

気持ちが伝わるはじめての手話 谷 千春 監修 ８０１.９キ 

人形姫 

 
山本  幸久 ９１３.６ヤマ 

生を祝う 李 琴峰 ９１３.６リ 

32 歳。いきなり介護がやってき

た。 
あまの さくや ９１６ア 

 

『冬をたのしむ』 

 

913.6 ｱﾘ 

 

913.6 ﾌｼﾞ 

 

B913.6 ﾀﾅ 

 

「孤独な夜の 

ココア」 

田辺 聖子/著 

「ぼくは愛を証明

しようと思う。 」 

藤沢 数希/著 

『宇宙＠JAXA』 

 

「植物図鑑」 
有川 浩/著 

◆「山亭ミアキス  」 
 古内 一絵 著 / 出版：KADOKAWA 

★心に悩みを抱える人が迷い込む、森の中の不

思議な宿「山亭ミアキス」。しかし、泊まると

間違いなく酷い目に遭わされる。人をたぶらか

す、謎めいたオーナーたちの正体と目的とは? 

『小説野性時代』等掲載を単行本化。 

（１階書庫内見学の様子） 

☆一般書 ☆ 

☆YA特集 ☆
 

☆児童書 ☆
 

『AI-ロボット—』 

 


